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4年制留学の概要

グローバル化が進み、未知への希望や漠然とした悩みを抱えている方々が
多いのではないでしょうか。我々は世界が近くなったと言われている今こ
そ、最先端での学びが必要になると考えております。

インターネットの普及により、多くの商品、情報、音楽などは、身近に感
じる事ができる様になりました。街で見かける何気ない雑貨にも直輸入製
品が増えていることは、その裏付けなのですね。人々は知らず知らずの間
に世界と仕事をするようになってきていると言うことです。
それでも残念ながら、教育面では日本は他の先進国に比べると遅れをとっ
ている事は否めないでしょう。

私共、IGEはそんな皆さんの手助けが出来ればと、１７年前からカリフォ
ルニア州に会社を立ち上げ、留学生の皆さんと二人三脚で歩んでまいりま
した。
現地アメリカにあるIGEのアットホームな環境は留学生にとって何より心
強いと支持を得て来ております。
また、大学選定にもバイリンガルの専門のカウンセラーが、現地と最新情
報を常にアップデートしながら、皆さんとマンツーマンで面談を行ってお
ります。

弊社では流れ作業のような支援ではなく、皆様が人生のターニングポイン
トとしている今を一人一人のニーズに合わせ細やかな体制でお答え致しま
す。



IGEの留学生の留学成功率が高いワケ

IGEは、アメリカ留学専門の支援機関です。

多岐に渡る留学プログラムを提供していますが、特に「大

学・大学院留学」は、非常に高い入学率と卒業率を維持

しており、皆様に信頼をいただいてます。業界トップの

成績を支えているその秘訣は、アメリカ現地に本部があ

る強み生かした４つのポイントをきちんとサポートして

いる点です。

ポイント① ご希望に合った留学を実現

ポイント② 徹底した現地サポートで留学を成功

ポイント③ 合格を勝ちとるためのサポート

ポイント④ 現役留学生がアナタの留学を支援

ご希望に合った留学を実現できます！

現地にオフィスがある強みを生かしたリサーチ力と学校とのネットワークを活用し、各
留学生の希望に沿っ た留学プランを提案。結果、留学費用をセーブしたい、英語力が
低くても入学できる大学を知りたい、奨学金に挑戦したいなど、あらゆる希望を実現す
ることができます。

徹底した現地サポートで留学を成功しよう！

留学は現地に来てからが本番。“授業についていけない”、”英語が上達しない“といっ
た学業面の悩み から、滞在先でのトラブルや生活全般の悩みまで、I GEが現地で親身
にサポートするので一人の渡米でも安心です。

合格を勝ちとるためのきめ細かいサポート

トータルサポートで行うIGE大学留学サービスの中で、特に力を入れているのが「エッ
セイ＆推薦状作成サポート」。これらは、合否に大きく関わる出願書類で大学留学を
成功と導くキーです。I GEのネイティブカウンセラーと二人三脚で、より合格率を高め
るエッセイと推薦状を作り上げていきます。

現役留学生があなたの留学を支援します！

現役留学生といつでもコンタクトが取れる関係がI GEの宝。現役留学生のリアルな情報
が、あなたの留学を 全面的にバックアップ。

重要



大学留学・体験談

イエン・リーさん
コミカレから、超難関大学UCLAに見事合格。UCLAでは、優

秀学生にも選ばれ、１年あまりで卒業。UCLA卒業後、将来

国際弁護士を目指し、ロースクール（法科大学院）に在学

。

天野絵利さん
スピーチコミュニケーションで全米トップランクのCSULB

に入学。在学中、チアリーダーとしても活躍。大学卒業後

は、アメリカ就職の夢を掴む。現在、広告代理店に勤務。

安藤彰さん
日本で、引きこもりの不登校、この現状を打破したいと思

い、意を決して留学。語学学校からコミカレに入学。今年

第一志望だったカリフォル ニア州立フラトン校に合格、

現在コンピューターサイエンスを専攻。ダ ブルメジャー

でグラフィックデザインを専攻することも検討中。

体験談は、こちらから→ http://weexchange.com/taikenki/

浅黄浩さん
高校時代はハミ出し生徒で不登校。一念発起して留学を決

意。UCLAデザ イン学科を卒業。日本で外資系企業に就職

。数年後にユニクロからヘッ ドハンティングされ、国際

マーケティングに従事。ＮＹやロンドン店の オープンを

担当。２年前、アメリカのＧＩＬT社からヘッドハンティ

ン グされ、同社の立ち上げから今日に至る。

http://weexchange.com/taikenki/


1. 選択肢が広がり、

人生の幅が広がる

世界中で圧倒的な学部数を誇るアメリ

カ、その数なんと日本の10倍以上。多

種多様な専攻が目白押し、自身の将来

の選肢がぐんと広がります。

2. 本当に自分がやりたい事に出会え

入学時に専攻を決めなくてもよいのがUSA

大学 のシステム。色々な授業を取り、自

身の適性や興味と照らし合わせながら、

通常３年までに一番自分にあった専攻を

選択できるのが特徴。途中で専攻を変え

るのも自由、２つ専攻することもできる

のがアメリカならでは。

アメリカの大学に通う
６つメリットとは？

4. 学生主導で

行われる授業

授業は、生徒参加型で進められ、

グ ループや個人によるプレゼン

テーショ ン、また、ディベート

が中心に行われ ます。また、個

性や自由な発想を大切 にする教

育環境なので、他と異なる意見も

積極的に受け入れられます。

3. 自由＆国際色豊かな教育環境

性別、国籍、年齢を問わず、学びたい人に

は積極的 に教育チャンスを与えてくれる

のがアメリカ。留学生も積極的に受け入れ

ており、世界各国の学生と交 流すること

ができます。その結果、世界中に一生の

友達を作ることができ、尚且つ、彼らとの

語らいは、自分自身を高めてくれます。

5. 著名人の講義を

聞けるチャンス

アメリカは各大学がオリジナリテ

ィー溢れる教育プログラムを提供

しています。実践的な講義が広く

取り入れられており、机上の勉強

だけではないユニークな講義が行

われているのが特徴。

6. 卒業は努力次第で

自由自在
アメリカの大学は、卒業に必要な単位

を取得すれば、4年未満で卒業するこ

とができます。夏・冬休みにクラスを

取ったり、通常の学期に多く の単位

を取得したりすることで、卒業時期を

短縮、時間とお金を大幅に セーブす

ることができます。



IGEの大学留学サービスはトータルサ
ポートで、学校リサーチから願書作
成・提出まですべて代行します。

入学に必要な書類

● アプリケーション

● 英文成績証明書

● 英文財政能力証明書（※１）

● 英文卒業証明書

● エッセイ（※２）

● 推薦状（※３）

● テストスコア（TOEFL)

※目安は、PBT500- 550/ i BT61-80

※２

エッセイとは、志望動機や将来の目標について、あるいは与え

られ たテーマについて述べる小論文。

一流大学になる程、エッセイが重要視されます。

※３

推薦状は、第三者に自分のことを評価してもらうもの。通常は

、高 校の担任教師や英語・数学の教師、大学の学部長やゼミの

担当教師、社 会人であれば上司に依頼。

※１

留学資金が十分にあることを証明する必要があります。Mi ni mu

ｍは、進学する大学の１年分の学費＋生活費。通常は、貯金を

している金 融機関で貯金残高証明書を発行してもらいます。

留学までのステップ

渡米



I GEサポート費用

４年制大学・新入学・・・$4, 500  

４年制大学・編入 or 2nd   Bachel or ・・・$4,500

【サービスに含まれるもの】

☆下記のサービスは３校までが含まれます。
☆サービス範囲のご案内：入学準備から、合否発表までのサービスです。

◆学校リサーチ

◆学校報告書作成

◆大学の出願手続き代行

◆出願前後の学校とのコンタクト

◆エッセイと推薦状の作成アドバイス＆添削

◆アメリカ国土安全保障省発行のSEVI S I - 20( 入学・在学資格証明書)
取得

◆I GE現地サポート（スタンダード・サービス）

アメリカ生活をスタートするためのオリエンテーション／24時間ホ

ットライン／ 現地カウンセラーによる生活面・学業面のサポート／

その他、日常生活全般にわたるアドバイス／ 友達の輪を広げるお手

伝い

【サービスに含まれないもの】

• IGE現地サポート・スペシャルケア（オプションサービス：$1, 500/3ヶ月）

空港出迎え／滞在先までの送迎／街の案内／銀行開設のサポート／携帯電話契約
、購入のサポート／ 生活必需品の購入サポート／三者面談／親への報告／緊急事
態の対応／ステイ先や学校に出向いてのカウンセリング

• 滞在先斡旋費用（オプションサービス：$500）
• ビザ申請手続き代行（オプションサービス：４万円）
• 渡米時の航空券代、および、日本国内の移動交通費
• 海外医療保険
• 現地滞在費（ホームステイ、寮、生活費・食費などの私的費用）
• 学校へ直接支払う必要のある出願手数料・授業料

【一般留学】www. weexchange.com 【スポーツ留学】www.spor t sli nk. us

【お問い合わせ先】i nf o@weexchange. com      /   i nf o@spor t sli nk. us

IGEジャパン株式会社
〒105- 0004東京都港区新橋1- 18- 21  
第一日比谷ビル5階
TEL 03-6868-5416

IGE株式会社（本社）
2082  Busi ness  Cent er   Dr . , Sui t e 256
I r vi ne, CA 92612  
TEL  949- 863- 1430, FAX   949- 863-3184

http://www/
http://www/

